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国際会長（IP)

Moon Sang-Bong

主題
“yes, we can change.”

「私たちは変えられる」
（韓国）

アジア・太平洋会長
田中博之
（東京）
主題

“Action”「アクション」

西日本区理事（ＲＤ）
遠藤通廣
（大阪泉北）
主題

「未来に残すべきものを守り育てる」

九州部部長
上村眞智子

（熊本ジェーンズ）
主題

Enhancement and activation of 

each clubs throw interesting 

various activities.“ 

ワイズの魅力を、ワイズの力を、ワイ
ズ活動を伝えるワイズメンになろう！

ｸﾗﾌﾞ会長
東 菜保子
（熊本五福）
主題

「地域を学びワイズダムへ」

02月度協調月間
TOF

CS

FF

熊本五福ワイズメンズクラブ
KUMAMOTO GOFUKU CLUB

chartered 2018

＜今月の聖句＞ 横山純一郎

3月10日（日）日本福音ルーテル室園教会にて私横山が、洗礼を受けることが決ま
りました。2月・3月は私の言葉で聖書についてお話ができればと思っています。
私の大好きな聖書の個所は、マタイによる福音書5章12節～16節の有名な個所で
す。「地の塩、世の光」です。

5.13 「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によ
って塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に
踏みつけられるだけである。

14 あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。
15 また、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれ

ば、家の中のものすべてを照らすのである。
16 そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたがた

の立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。」

私たちYMCA職員は、この世の光として活動しなければならないと感じました。初
めてYMCAの勧めで熊本聖書教会で長澤先生からもらったしおりに書かれていた
箇所でした。色々なしおりの中からたまたま抜き取ったしおりがこの箇所でした。そ
の時は学生リーダーとして関わっていた私は、リーダーとして子どもたちに光を届け
たいと感じたことを思い返します。YMCAにはメンバーズファーストという言葉があり
ます。何を第一に考えて行動するか。明確な答えがここにありました。それからとい
うもの職員になってもこのことを忘れずに活動してきました。熊本五福ワイズメンズク
ラブの一員として連絡主事という役割でなく、本当に幼稚園のために活動したいと
思っています。

会員 メネット コメット ビジター ゲスト メイキャップ 計
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1月例会出
席状況

先月の成績

2月例会新春合同例会
於:YMCA熊本五福幼稚園

司会：井上文輔
一部
1. 開会宣言・開会点鐘 東 菜保子会長
2.  会長挨拶 白木尚登会長 東 菜保子会長
3.  演者紹介、講演会開始 水元裕二 医師
4.  質疑応答、講演会終了
5.  講師を囲んでの懇親会

二部 司会：伊藤七海
7.  新メンバー入会式 宮下優一ワイズ 東 菜保子会長
8. YMCAより連絡事項
9.  諸連絡

10. なごりはつきねど
11. 閉会宣言 白木尚登会長
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クラブ会長 挨拶 東 菜保子

あっという間に2月になりました。
1月19日に行われた新春合同例会では、多くのメンバーにご参加いただき、他クラブの皆さんと楽しい

交流の場をもてました。

諸先輩方から、「ワイズの醍醐味は交流」という言葉を度々お聞きします。ということで、今月の第一例
会は熊本水前寺クラブと合同例会です。熊本五福クラブの新メンバーの宮下優一ワイズと共に、兄弟ク
ラブの水前寺クラブの皆さんと交流し、有意義な時間を過ごしましょう。

私事ですが、毎年１月から5月まで長期間の繫忙期。３月までが年末調整や所得税の確定申告期間。
４月以降は、法人決算が３月に集中するため決算業務も集中する期間です。税理士という職業は、何か
を販売したり、製造したり…といった具体的に何かを創造することはありません。しいて言うならば、中小
企業の経営成績表である決算報告書、並びに、確定申告書の作成でしょうか。かなり現実的な仕事で
すが、私が考えるこの仕事の魅力は、関与先ごとの様々な業種を疑似体験している感覚をもてることで
す。美容師や飲食店、大工さん、建築士さん、お医者さん…etc．なかには「下町ロケット」のようなJAXA
関連の仕事をしている関与先もあります。様々な業界の人たちとの繋がりから、いろんな刺激を受けて
います。

さて、今年もあと11か月。どのような出会いや交流があるのか楽しみです。

会 長 通 信

チャリティーラン 年末募金感謝会 2月9日 19：00～
於：熊本YMCA中央センター

報告 ブリテン委員会

2月8日チャリティランと年末
募金の感謝会が開催されまし
た。

複数年にわたって、募金委
員長を務めてこられた田中俊
生ワイズに、参加された皆様
から惜しみない拍手が沸き起
りました。

次期は新しい委員長の下で
募金活動が引き継がれた行
きます。

ワイズ各位の、ご支援を、何
卒、宜しくお願い致します。

チャリティランは3年間、全国
一位の参加数であることが事
務局より報告されました。

事務局と、らいかいワイズの
働きに心より感謝します。
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1月例会報告
1月19日（土） 於 ホテル日航熊本

報告 ブリテン委員会
毎年恒例の熊本地区新年合同例会が開催されました。

卓話は熊本ボルターズ代表取締役の湯之上聡様。
益城町をホームとして活動していたが、熊本地震で体育館が使えなくな

り、存続の危機となった。
社長と選手、スタッフの強い思いが、地域の皆さんと企業などからの支

援につながり、持ちこたえてきた経緯が報告された。
熊本のこのチームを、皆で応援していきたいものです。
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熊本五福クラブ１月第2例会議事録
2019年 1月26日 YMCA熊本五福幼稚園

文責：クラブ書記 亀浦 正行
熊本五福クラブ企画例会
1月例会の出席者は下記の通りです。
第一例会 メン8名、メネット１名

企画例会 メン5名
メーキャップ

企画例会参加 東 菜保子会長 井上文輔ドライバー委員長
横山 純一郎連絡主事 森 茂雄アクト委員長
亀浦正行書記

水元ワイズ宅話例会のプログラムについて協議
オードブルの準備
サイトを立ち上げて周知する

2月23日 園庭開放プログラム第2弾
園庭植栽の一部を選定伐採作業 園児・保護者に呼び掛けて
「のこ曳体験」はどうか
作業が終わったら 芋煮会 トン汁 ぜんざいなどを振る舞うのはどうか
今後検討する

会費などの一般会計通帳が準備された
設立準備委員会の通帳は、今後はフアンド特別会計用に利用する

1月の半年報は24名で報告済み （東会長報告）
6月時点で30名の登録を目指す 一部のメンバーは入れ替えなどの処理をする

（亀浦設立準備委員長より報告）

宅話者紹介：みずもとこどもクリニック院長 水元裕二先生講演会
2月9日（土）

鹿児島大学医学部卒
小児科

アレルギー科
専門医

熊本市西区上代4丁目12-10で開業



５

熊本地区連絡会
1月28日(月） 19:00～ 於：東部センター

有限会社REAL イーランドスポーツクラブ
震災復旧工事 2月2日プレオープン

報告 ブリテン委員会

藤本義隆議長のリーダーシップの下、熊本地区連絡会議が開催された。
毎年、課題となる次期議長選出、来期議長輩出クラブについて協議された。

16期の議長には、熊本スピリットクラブの生駒晴美ワイズが選出された。次
次期議長には、熊本、ジェーンズ、八代の各クラブから予定されている。

熊本五福クラブからは、設立間もないので猶予されてはいるが、いずれは
議長の任を担う必要がある。

クラブとして人材の育成に注力していくことになるが、チャーターメンバーに
力を持った方々がおられるので、大いに期待されることになるものと考えてい
る。

熊本YMCAの会長福島貴志ワ
イズがオーナーのスポーツクラブ
がプレオープンしました。

熊本地震で被災し、復旧工事
が必要となりました。

昨年の12月から1月の2カ月で
工事を完了する計画で、かなりハ
ードでタイトな条件でしたが、大方
をワイズの専門業の皆さんで担当
していただきました。

どうぞ、お近くのワイズはご利用
ください。
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メンバーの徒然なる日日

私の趣味と仕事と今後の活動について

岡本 明日香ワイズ

これから私の普段やっていることについて話したいと思います。まずは仕事についてです。
私は１８歳の頃から水前寺とうや病院にて、介護職の仕事をしています。普段の仕事内容は、入院していらっしゃる患者

様の入浴介助や食事介助、トイレ誘導などを行っています。その他には、患者様が使用した後のベッドのベッドメイキング
や、洗濯物の片付け、患者様が転倒しないように、ベッド周りの環境整備等を行っています。

患者様にお手伝いや介助をしている時に気をつけなければいけない事がたくさんあります。患者様によって病気の症状
が様々なので情報収集が必要不可欠です。

普段動けていない患者様がいつベッドから動き出したりや、車椅子に座っている患者様もいつどこで転倒するか分らな
いので、常に目が離せない状況が続きます。そういう時は、車イスに座っている際は安全ベルトを使用したりして、急に立
ち上がるのを防いだりします。

ベッドに寝ている患者様については、人感センサーを足元に置いたり、ベッドセンサーなど起き上がったらナースコール
がなるようになど対策を色々考えています。

日々、患者様の介助をしていると危険なことも多々あります。人工呼吸器を使ってらっしゃる患者様を、看護師と一緒に
お風呂に入れたり、認知症の患者様で、興奮しすぎて自分が分らなくなってしまい、対応が難しい患者様もいたり、介助し
てもらっているのに、その気持ちが分らずに、手や腕などに爪あとを残す患者様もいらっしゃいます。その時は絶対に１人
では行わずに、周りのナースやワーカーなどを呼び、大人数でやることを心がけています。この仕事を同じ病院で異動を
繰り返しながら働いて１０年になりますが、何度も辞めたい時もありました。

そんな時は、１人で抱え込むことがたくさんありましたが、優しい先輩方や、上司の方に色々相談に乗ってもらいながら、
ここまで乗り切ることが出来ました。体力的には本当にきつい仕事で、心も身体もボロボロになるときがありますが、患者様
に「今日も来てくれてありがとう。」や「手伝ってくれて本当にお世話になります。」などの言葉や、顔と名前など覚えててくれ
てる患者様をみると、嬉しかったり、この仕事をやってきてよかったなと実感がわく時もあります。これからもっと、大変なこと
があると思いますが、自分の体力の続く限りは、一生懸命貫き通して仕事に励んでいきたいです。

次は趣味についてお話します。私の趣味は、毎日ではありませんが、休みの前の日にお酒を飲むこと、日々のストレス発
散のために、１人カラオケに行ったり、音楽を聴いたり、まだまだ初心者ですが、ＤＪを始めたりなどたくさんの趣味を持って
います。学生時代にバドミントンを６年間、卓球を３年間、ダンスを３年間やっていた為に今でも趣味としてたまにやることも
あります。

小さい時から活発だったし、目立ちたがりやな性格だった為、リーダー的存在で前に立つことが多かったです。ダンスを
やっていたおかげで、職場の余興を約８回程任せられることがありました。今まで小さい失敗はありましたが、全て大成功
に終わり、その場のボルテージを一気に上げて盛り上げることが出来、達成感を味わうことが出来ました。その時は本当に
楽しい時間を過ごすことが出来ました。これからもこの趣味は続けていきたいです。

最後に今後の活動についてですが、私がこのクラブに入ったきっかけが、母親からでした。その理由は、いろいろな職種
の人、年齢的に上司の方や、後輩の人たちと出会う事があるんじゃないかと言われ、このクラブに参加しました。

ですが、自分が想像していたこととは、少し違っていた部分もあり、まだ分らない事だらけで不安なこともあります。
普段昼の仕事をしている為に、あまりクラブに参加できていないことがありますが、色々と企画内容を話し合う時に、自分

が出来そうなアイデアなどを意見として提案できたらいいなと思います。まだまだ未熟な自分ですがこれからも宜しくお願
い致します。

飲みに行ったり、運動もしたり、歌ったりすることが好きなので、その時は是非一緒に盛り上がって楽しみたいと思いま
す。

以上になります。 ご高覧いただき、ありがとうございました。

６
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理事通信

西日本区のホームページを訪問ください
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編集後記

岡本 明日香ワイズ、原稿ありがとうございました！
来月も依頼がありましたら、是非、楽しい報告をお願いいたし
ます。

ブリテン委員会
濱田麻里
源 明美
亀浦正行

YMCA通信

YMCAと熊本五福幼稚園の行事 3・4月
3月19日（火） 卒園式 10時開式
3月21日（木・祝） 会員交流会
4月 1日（月） 入会式
4月12日（金） 入園式 10時開式

ノーマイカーデイ
4月27日（土） お見知り交流会・・・地域をスタンプラリー予定。

学校法人及び社会福祉法人では卒業式 受験 入学式 オリエンテーションと行事が立て込みます
公益財団法人も年度末を迎え、スタッフも何かと忙しくなって参ります。
ワイズ各位のご協力をいただくことも多くなってきます。
ご支援の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。


